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起 業 情 報 
 

起業・開業するためには立案・計画し、諸決定を下した後

には、さまざまな届け出などをしなくてはなりません。それ

らに関する知識、情報を得るための資料をご紹介します。 

 

１ 起業の基礎知識 

書 名 出版情報 請求記号 

『起業を考えたら必ず読む本』 明日香出版社 2016 年 335/イ 

『ゼロからはじめる起業の法律 必ず知っておきたいこと 100』 あさ出版 2015 年 335/コ 

『起業のツボとコツがゼッタイにわかる本』 秀和システム 2017 年 335/サ 

『起業ナビゲーター』 東洋経済新報社 2016 年 335/ス 

『マイペースで働く！女子のひとり起業』 同文舘出版 2015 年 335/タ 

『個人事業のはじめ方がすぐわかる本 開業手順から事業計画の立て

方 各種書類の記載方法まで』 
成美堂出版 年刊 335/ヒ 

『模擬起業 あなたの経営センスを試す起業シミュレーションブック』 CCC メディアハウス 2015 年 335/リ 

『自分たちでつくろう NPO 法人！ 認証、登記、税務、労働・社会保

険から認定 NPO 法人まで NPO 法人設立完全マニュアル！改正法対

応！』新版 第 1 次改訂版 

学陽書房 2017 年 R335.8/ナ 

『起業で使える事業計画書のつくり方 知識ゼロでも大丈夫！』 ソシム 2015 年 336.1/ナ 

『起業家のためのマーケティングバイブル』 同友館 2017 年 675/イ 

『お店やろうよ！』シリーズ 技術評論社 － 

業種ごとの開業マニュアル本。「カフェ」「お宿」など、さまざまな種類を取り上げている。 

  

サイト名 URL 

J-Net21［中小企業ビジネス支援サイト］ http://j-net21.smrj.go.jp/ 

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/ 

DREAM GATE https://www.dreamgate.gr.jp/ 

起業支援総合ポータルサイト。事業計画、会社設立、融資マニュアルなど幅広いコンテンツをそろえている。 

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/ 

中小企業への融資等を行う政策金融機関のＨＰ。小企業の景況や新規開業などに関する調査結果が参照可能。 

 

 

http://j-net21.smrj.go.jp/
http://www.chusho.meti.go.jp/
https://www.dreamgate.gr.jp/
https://www.jfc.go.jp/


２ 業界動向を知る → 詳しくは「調べ方ガイド vol.８ 市場・業界情報」を参照 

書 名 出版情報 請求記号 

『会社四季報業界地図』 東洋経済新報社 年刊 R602.1/カ 

業界における主要企業の関係性や売上高・生産性・シェアなどを分かりやすく図示。 

『業種別業界情報』 経営情報出版社 年刊 R603.6/ギ 

業界の特性やノウハウ、今後の課題や将来性など、開業や経営のポイントになる情報が掲載されている。 

３ ニーズをつかむ 

書 名 出版情報 請求記号 

『家計調査年報』貯蓄・負債編／家計収支編 日本統計協会 年刊 
R338.7/カ 

R365.4/カ 

『アンケート調査年鑑』 並木書房 年刊 Ｒ361.9/ア 

その年に実施したアンケートを多数収録しており、現代人の思考をつかむためのデータブックとなっている。 

『日経 MJ トレンド情報源 流通・消費』 日本経済新聞出版社 年刊 R675/ニ 

４ 統計を知る → 詳しくは「調べ方ガイド vol.９-１ 統計/９-２ 白書」を参照 

書 名 出版情報 請求記号 

『新規開業白書』 佐伯印刷 年刊 R335.3/シ 

新規開業した企業のうち、日本政策金融公庫が融資した企業に対してアンケート調査を行い、経営状況等をまとめたもの。 

『商業統計表』産業編（総括表・都道府県表・市区町村表）／品目編 経済産業統計協会 不定期刊 Ｒ670.5/シ 

卸売・小売業に属する事業所を対象に実施した商業統計調査の統計表。 

『サービス産業動向調査年報』 日本統計協会 年刊 R673.9/サ 

５ ネット社会に適応するには 

書 名 出版情報 請求記号 

『図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわかる事典』 三修社 2017 年 R670/ズ 

『通販ビジネスの教科書 MEDIA/PRODUCT/BRAND/CREATIVE/ 

REPEAT DIRECT MARKETING』 
東洋経済新報社 2016 年 673.3/イ 

『ネットショップ開業・運営完全ガイド』 技術評論社 2014 年 673.3/ネ 

『最新ネット広告＆スマホ SNS 広告がよ～くわかる本 効果的な集客

のための基礎知識』 
秀和システム 2014 年 674.6/サ 

『SNS マーケティングのやさしい教科書。 Facebook・Twitter・

Instagram-つながりでビジネスを加速する技術』 

エムディエヌコーポレーション 

2016 年 
675/ク 

 



６ 立地・周辺環境を探る 

書 名 出版情報 請求記号 

『立地の科学 購買行動を数値化する出店戦略』 ダイヤモンド社 2016 年 672.9/リ 

『地域 1 番店になる!「競合店調査」の上手なすすめ方』 同文舘出版 2009 年 673.7/ノ 

『全国大型小売店総覧』 東洋経済新報社 年刊 R673.8/ゼ 

『駅別乗降者数総覧 全国主要都市』 
エンタテインメントビジネス総

合研究所 年刊 
R686.5/エ 

『ゼンリン住宅地図』 ゼンリン 不定期刊 － 

建物のテナント名なども記載されており、周辺状況の把握がはかどる資料。中央図書館では北海道内及び東京 23 区の住

宅地図を所蔵しています。詳しくは「札幌市中央図書館所蔵 札幌関係地図一覧」を参照。 

RESAS - 地域経済分析システム http://resas.go.jp/ 

 その地域の人口動態などに関するビッグデータを可視化し、傾向や現在の状況を判別することができるシステム。 

７ 地域ブランドを考える 

書 名 出版情報 請求記号 

『ブランドの誕生 地域ブランド化実現への道筋』 千倉書房 2011 年 601.1/タ 

『地域マーケティングの核心 地域ブランドの構築と支持される地域

づくり』新版 
同友館 2016 年 601.1/チ 

『地域ブランドのつくり方と働き方 いま注目したい地域と、そこで働

くひとを紹介！』 
枻出版社 2017 年 KR601.1/チ 

『全国地域ブランド名鑑 2015』 ボイス情報 2014 年 R601.1/ゼ 

８ 商標・特許を取得する 

書 名 出版情報 請求記号 

『知財四法基礎 特許法・実用新案法・意匠法・商標法』 マスターリンク 2015 年 507.2/イ 

『なるほど図解特許法のしくみ』 中央経済社 2017 年 R507.2/オ 

『すぐに役立つ入門図解特許・商標のしくみと手続き』 三修社 2017 年 507.2/ス 

特許情報プラットホーム 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/to

p/BTmTopPage 

独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営しており、特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索が可能。 

９ 海外展開を目指す 

書 名 出版情報 請求記号 

『サービスイノベーションの海外展開 日本企業の成功事例とその要

因分析』 
東洋経済新報社 2017 年 673.9/サ 

  

http://resas.go.jp/
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage


 

編集・発行：札幌市中央図書館利用サービス課調査相談係 ℡011-512-7355 

９ 海外展開を目指す（続き） 

書 名 出版情報 請求記号 

『ジェトロ貿易ハンドブック』 日本貿易振興機構 年刊 R678/ジ 

『通商白書』 勝美印刷 年刊 R678.2/ツ 

『日本貿易の現状』 日本貿易会 年刊 R678.2/ニ 

『輸入総代理をはじめよう 自分でできる新・独占ビジネス』 技術評論社 2016 年 678.4/イ 

『これ１冊でぜんぶわかる！輸入ビジネス 完全版』 あさ出版 2017 年 678.4/オ 

10 札幌で起業を目指すために 

書 名 出版情報 請求記号 

『エラベル 北海道の優良企業』  
東京商工リサーチ北海道支社 

年刊 
KR335.2/エ 

企業情報誌『ＴＳＲ情報』の臨時増刊号。業種別売上ランキング、北海道の優良企業ガイド、業界動向がわかる。 

『札幌市企業経営動向調査 結果報告書』 
札幌市経済観光局産業振興部 

年２回刊（上・下期） 
K335.2/サ 

札幌市内の企業経営の実態や今後の見通しなど市産業全体の動向を把握できる。 

『札幌市統計書』 
札幌市まちづくり政策局政策企

画部企画課 年刊 
K351.1/サ 

『財界さっぽろ 情報を先取り、タブーに挑戦』 財界さっぽろ 月刊 雑誌 

『さっぽろ経済』 札幌商工会議所 月刊 雑誌 

 

サイト名 URL 

北海道 － 地域経済局中小企業課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/ 

公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター https://www.hsc.or.jp/ 

札幌商工会議所 http://www.sapporo-cci.or.jp/ 

一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 http://www.sec.or.jp/ 

11 商用データベースを使う 

データベースとは、インターネット上で提供される有料の検索システムです。ここで紹介するデータベースは、中

央図書館が使用契約を結んでいるため、館内では無料で閲覧することができます。 

データベース名 説明 

日経テレコン 21 
日経各紙の記事検索を始め、日経会社プロファイ

ルに収載された企業情報も閲覧可能。 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/
https://www.hsc.or.jp/
http://www.sapporo-cci.or.jp/
http://www.sec.or.jp/

